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平成7年5月 

財団法人 砂防・地すべり技術センター 

はじめに 

 この「土砂災害の実態」は平成6年（1994年）に日本で発生した土砂災害の 

実態とこれに関する事項をとりまとめたもので、あわせて海外で発生した代 

表的な土砂災害についても記述したものです。 

 平成6年は、近年希に見る豪雨による土砂災害に見舞われた前年とは打っ 

て変わって雨の少ない年で、土砂災害による死者・行方不明者数がゼロとい 

うきわめて幸運な年でした。むしろ九州、四国地方を中心に渇水がきわめて 

深刻な事態で、水不足は越年状態という異常な年となりました。このような 

中で8月に岡山県、広島県等で大規模な山林火災が発生し、平成3年の台風 

19号による風倒木災害と同様に次期出水による土石流災害が懸念されます。 

また平成3年の大火砕流以来大きな災害をもたらしてきている雲仙普賢岳に 

ついては土石流の発生については大規模なものは1回のみでした。 

 当センターでは「土砂災害年報編集委員会」を設けて、毎年全国で発生し 

た土砂災害について資料を収集し、その実態を分析してとりまとめた「土砂 

災害の実態」を編集・発行しております。これは公益事業の一環として、砂 

防関係技術の発展および広報に寄与することを目的としております。 

 土砂災害については、対策工事と同様に警戒避難体制の重要性が認識され 

ており、この「土砂災害の実態」により、土砂災害についての認識を深めて 

いただき、土砂災害対策をよりいっそう推進して頂くことを願っております。 

今後とも関係各位のご協力を得て、より良い資料としてとりまとめて行きた 

いと考えています。 

 最後に平成6年「土砂災害の実態」をとりまとめるに当たり、ご尽力を賜 

った委員各位および資料の提供を頂きました建設省、都道府県ならびに関係 

各位に対し、厚くお礼申し上げます。 
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第Ⅰ章 土砂災害の概要 

 

 

 

 平成6年度の土砂災害の発生状況は表-1.1の通りであ 

り、発生件数は1063件である。このうち、雲仙普賢岳の火砕 

流780件を除くと発生件数は283件であり、過去10年間では昭 

和59年の221件に次いで低い件数となった。 

 内訳で見ると、発生件数では土石流･火砕流が最も多く853 

件で全体の約81％を占め、次にがけ崩れの142件(約13％)、 

地すべりは68件(約6％)であった。死者・行方不明者数は、 

近年の統計を取りはじめた昭和42年以降はじめて0を記録 

した。 

 平成6年の土砂災害の特色としては、47都道府県のうち42 

都道府県に発生したが、死者・行方不明者数についてみると 

平成6年は0であった。 

 以下は主な土石流、地すべり、がけ崩れ災害の概要である。 

 

 

 

 雲仙・普賢岳では3月8日、日雨量93mmの豪雨により水無 

川に土石流が発生したが、幸いにも人的・家屋被害は無かっ 

た。平成5年度は38回を数えていたが、平成6年度は雨が少 

なく、大きなものはこの1回にとどまった。 

 2月以降7月頃まで断続的に火口北側に溶岩の崩落や火砕 

流が発生し、特に6月25日、7月3日、7月30日には大規模 

な火砕流が観側された。火砕流は火口から湯江川方向に約1. 

5km流下し、山腹斜面に100万m3以上の不安定土砂を堆積させ 

た。 

 7月の梅雨豪雨では、7月10日長野県の信濃川水系湯川上 

流において、1時間雨量30mmの集中豪雨が襲った。このため 

山腹崩壊が発生し約10万m3の土砂が河床に堆積し、佐久市や 

南佐久郡臼田町の養魚場では水が濁り、ニジマスやシナノユ 

表-1.1 平成6年 気象・地象別土砂災害発生状況 

（平成6年12月31日現在) 

被害状況 

気象・地象 
土砂災害 

の種類 

発生 

件数 
死者・ 

 行方 

 不明者 

負傷者 
家屋 

全壊 

家屋 

半壊 

家屋 

―部 

破損 

主 な 被 災 地 備 考 

 

融 雪 

 

1～5月 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計 

      

     12  

4  

16  

 
  

 
 

 

   2 

      2 

 

秋田、山形、福島、新潟、長野 

山形、石川 
 

降 雨 1～6月 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計 

2  

     15 

20  

37  

` 
 

      2  

 

      2  

 

 

3  

3  

 

      

     1  

1  

 

2 

    9 

    11 

静岡、兵庫 

長野、福井、宮崎 

石川、大阪、鳥取、高知、宮崎 
 

梅 雨 6～7 月 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計 

1  

11  

22  

34  

 

  1  

1  

              

 

2  

2  

 
 

    15  

      7  

     22  

長野 

長野、静岡 

北海道、静岡、鹿児島、沖繩 
 

降 雨 7～12 月 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計 

8  

21  

63  

92  

 
 

 

   4 

4  

2  

2  

5  

9  

 

2  

2  

4  

 

     9  

     16  

     25  

北海道､宮城､長野､静岡 

北海道､宮城､静岡､福井､奈良､和歌山 

青森､宮城､神奈川､静岡､愛知､京都 
 

台 風 
7、14、 

26 号 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計  

9  

9  

28  

46  

 
  

 

1  

1  

2  

 

3  

5  

      2  

     10  

      9  

     21  

山梨､三重､奈良 

栃木､奈良､高知 

福島､山梨､和歌山､高知､宮崎､鹿児島 
 

その他 

(火山) 
 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計 

 822 
 

  
 

 長崎、鹿児島 雲仙火砕流 780 件 

雲仙土石流  1 件 

桜島土石流 41 件 

その他 

(地震) 
 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計 

5 

5 

 
   

 

1  

1  

     1 

     1        

 

北海道、青森 

 

その他 

(山林火災) 
 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計 

     11  

 

 

     11  

 
  

  
長野、岡山、広島 

 

計 

土 石 流 

地すべり  

がけ崩れ  

計  

853  

68  

142  

1,063  

 
 

      2  

5  

7  

2  

2  

11  

15  

2  

2  

7  

11  

2  

36  

44  

82  
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キマスなどが計約200万トン、被害額約2億4千万円の損害 

が生じた。 

 8月の山林火災に関しては、8月9日から20日にかけ長野 

県と岡山県、広島県で大規模な山林火災が発生した。特に岡 

山県玉野市･倉敷市での焼損面積は約350ha､広島県佐原市で 

の焼損面積も約350haに達した。 

 8月豪雨では8月5日、天竜川水系与田切川において土石 

流が発生した。天竜川上流域では5日夕刻から局地的な集中 

豪雨に見舞われ、与田切川では5日19～20時の1時間雨量が 

75mm､総降雨量は159mmに達した。豪雨により中央アルプス南 

駒ヶ岳の百間薙付近で崩壊が発生し、土石流となって流下し 

た。土石流は飯島町上水道取水口付近まで達した。この集中 

豪雨で与田切川合流点の天竜川本川では増水により、釣り人 

3名が流され死亡したほか、飯島町上水道取水口の土砂埋没 

により、約2800世帯で断水が生じた。流出した土砂は既設の 

鋼製セルダムを乗り越え、主に下流1km間に堆積した。 

 大きな台風災害では、9月29日に上陸した台風26号は近畿 

地方を中心に大雨を降らせ、三重県・奈良県に土石流災害を 

もたらした。三重県では最大時間雨量48mm､最大日雨量316mm 

により雲出川流域の美杉村で裏山が崩れ神社の社務所が半壊 

した。また奈良県では、最大時間雨量26mm、最大日雨量150mm 

により川上村（紀ノ川水系枌尾川）で土石流が発生し、民家 

2戸が半壊したが住民は既に避難しており人的被害は免れた。 

 平成6年は全国で渇水被害が生じるなど梅雨期等に降雨が 

非常に少なかったことから、地すべり災害は68件と過去5ヶ 

年の平均発生件数128件と比べて約半分の発生件数であった。 

図-1.1 自然災害による原因別死者・行方不明者数（昭和42年～平成6年） 
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被害状況についても、負傷者2名、家屋の全・半壊4戸と、 

地すべり災害が少なかった1年といえる。 

 本年の地すべり災害の内特に被害が甚大であったのは、長 

野県北安曇郡小谷村清水山地区で、4月14日に融雪により地 

すべりが発生し、地すべり土塊が泥流化して渓流を伝って約 

1km下流に流れ出し、村道を3路線約170mにわたって埋没 

させ、人家18戸を孤立させるなどの被害が生じた。長野県等 

により迅速な避難体制がとられたことから、幸い人的被害は 

生じなかったものの、地すべり発生後も泥流化した土塊が下 

流へ移動した。 

 平成6年のがけ崩れによる災害の発生件数は、142件で､負 

傷者5名、家屋全半壊18戸等の被害が生じた。主な被害は5 

月までの梅雨前低気圧豪雨、5月末から7月にかけての梅雨 

前線豪雨、8月下旬から9月下旬にかけての梅雨後豪雨、9 

月末から近畿地方に上陸した台風26号により発生したほか、 

10月4日の北海道東方沖地震および12月28日の平成6年三 

陸はるか沖地震によってもがけ崩れ災害が発生している。 

 特に被害の大きかったがけ崩れ災害は、茨城県水戸大串 

地区で、3名の負傷者と全壊1戸の被害が生じた。 

 全国的にこの8年あまり暖冬小雪の傾向が続いており、過 

去に例を見ない連続暖冬記録は今年も更新された。雪崩災害 

の悲惨さを忘れがちであるが、東京で25年ぶりの大雪となっ 

た平成6年の2月中旬には、人的被害には至らなかったもの 

の、集落雪崩災害が全国で2件発生しており、福島県檜枝岐 

村上ノ原地区では住民の自主避難も行われている。 

 

注）自然災害のうち、台風・大雨・強風・高潮・地震・津波災害について集計したものであり、合計に雪崩災害は含んでいない。 

※58年（ ）内：津波による死者数 平成3年・平成5年（ ）内：火砕流による死者数 
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第2章 土砂災害をもたらした気象 

2.1 平成6年の気象概況 

 平成6年の天候は、ここ数年の温暖化傾向を受 

けた暖冬から始まり、全国的な高温・小雨傾向が 

長期間続いた 。特に夏は西日夲から東日夲にかけ 

て記録的な高温により各地で観測記録が更新され 

た。また降水量が著しく少なく、日照時間は長か 

った。この傾向は秋以降も続いた。 

 平成6年の天候の特徴をあげると 

  1)北日本で6年連続、東・西日本では8年 

連続した暖冬。 

  2)春から秋にかけての記録的な小雨 

  3)観測史上最高の夏期の高温 

  4)厳しい残暑と夏に引き続いての秋の小雨 

 冬の平均気温は西日本では平年並みのところが 

あったものの、その他の地方では平年より高く、 

春になっても3月の後半に冬型の気圧配置により 

気温が下がったほかは、ほぼ全国的に温暖で晴れ 

に日が多く、降雨が少なかった。 

 6月に入りほぼ平年並みに梅雨入りしたものの、 

例年に比べて2週間ほど梅雨明けが早く、そのた 

め梅雨期間の降雨は非常に少なかった。梅雨前線 

や台風による夏期の降水量は北日本は例年の70 

％、東日本は49％、西日本は47％で、深刻な水不 

足が起こった。特に西日本の日本海側では7月の 

降水量は平年の16％にすぎなかった。降水量とは 

逆に日照時間は平年を大きく上回り、多くの地域 

で平年の120％以上、場所によっては150％を上回 

るところも見られた。 

  また年間を通しての平均気温は全国的に1.5℃ 

以上高かった。特に夏期は太平洋高気圧の勢力が 

強く厳しい暑さが続き、全国的に広い範囲にわた 

って、また長い期間高温の状態が続いた。各地で 

日最高気温や月平均の最高・最低・平均気温の記 

録が次々と塗り替えられ、京都や甲府では39. 

8℃、東京や大阪では39.1℃など西日本や東日本 

を中心に39℃前後の高温が記録された。 

 台風は発生が36個で平年の27.8個に比べてか 

なり多く、1951年からの統計では1971年と並んで 

の2位となっている。接近数は本土が6個、南西 

諸島は10個でこれも平年より多く、そのうち上陸 

したのは7号、11号、26号の3個であった。 

図-2 . 1  年降水量（平成6年、平年値） 

 

図-2.2 1994 年の年平均気温平年差(℃)、年降水量と

      日照時間の平年比(%)の分布 

平均気温平年差(℃) 

降水量平年比(%) 

日照時間平年比(%) 

(資料提供(財)日本気象協会) 
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2.2 記録的な猛暑・小雨 

 平成6年は4月から高温傾向が続いたが、夏に入って7・ 

8月にはその頂点に達した。年平均気温では1946年の観測開 

始以来1990年についでの2位であり、6・7・8月の3カ月 

の平均気温は多くの地点で平年より2℃以上高かった。ちな 

みに長野は平年に比べて2.3℃高く、この値の出現確率を 

1963～1990の3カ月気温から計算すると約2000年に1回

の出現頻度であったことからもこの夏の暑さがわかる。 

 今年の夏のもう一つの特徴として、例年を大幅に下回る降 

水量を挙げることができる。これは7月・8月にかけて太平 

洋高気圧が日本の上空に強く張り出し、連日晴天の日が続い 

た。このため日照時間が長く降雨量が極端に少なかった。 

 図2-2を見てもわかるように年間降水量はほとんどの地 

域で平年を下回り、空梅雨と相まって東日本や西日本では8

月までの積算雨量が平年の半分程度の地方が多く、1946年以 

降夏期の降水量は最も少ない記録となった。 

図-2.3  1 9 9 4年に日本に影響した主な台風の経路 

実線は台風の経路、破線は温帯低気圧あるい 

は弱い熱帯低気圧の経路を示す。円内の数字 

は台風番号。経路上の白丸は09時、黒丸は21 

時の位置で、数字は日付と中心気圧を示す 

(資料提供(財)日本気象協会) 
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2.3 台風26号による大雨 

 台風26号は9月17日21時にフィリピンの東海上で熱帯低 

気圧として発生し、19日3時にグアム島の南海上で台風26号 

となった。その後発達を続けながら北上し27日には南大東島 

の東海上に達し、大型で強い勢力で29日19時に和歌山県南部 

に上陸した。上陸後近畿地方から北陸地方西部を通って日本 

海に進み、青森県の西海上で熱帯低気圧に変わった。 

 この台風により近畿・北陸地方を中心に大雨になり、特に 

紀伊半島の南東斜面では台風上陸前後に1時間30mm以上の 

強い雨が降り、奈良県上北山村では日雨量が733mmに達した。

27～30日の総降水量は上北山村で914mm､三重県宮川村で

547mm、高知県馬路村で453mmであった。この台風26号による被

害状況は、全国で死者・行方不明2人、負傷者60人、損壊家

屋1316棟､浸水家屋1600棟､道路損傷249カ所、山･がけ崩れ

117カ所などであり、28日から30日にかけての暴風雨及び豪雨

による災害は激甚災害に指定された。 

2.4 平成6年の主な火山活動状況 

（1）伊豆東部 

    火山群 

（2） 阿蘇山 

 

 

（3） 雲仙岳 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 桜 島 

 2月27日から伊東市城ヶ崎の沖合いで地震が多発した。伊東市鎌田での地震回数は27日に52回、28日に53回で 

あり、27日17時25分には最大M4.3を記録した。 

  

9月12日に噴火が観測され、15日･18日には大きな土砂噴出が観測された。このときの噴出の高さは火口から 

高さ150mに達し、有感微動は1967年の観測以来最大の52μmを観測した。また10月27日、12月18日・23日にも土 

砂噴出があり、このときの噴出の高さは火口から高さ約100mであった。 

 

 雲仙岳の噴火活動は１～3月は活発に活動し、特に2月2～3日にかけて300秒を越える火砕流が4回観測された。2

月6日にはじめて北西方向への火砕流が発生し、その後流下距離2km程度の火砕流が北北西方向へ続発したが、5月

にはその方向を南東～南西に変え、8月25日には68回の火砕流が発生し噴火以来最多となった。9月にはいると 

11日～13日の発生以来少ない状態が続き、年末までこの状態は続いた。 

 溶岩ドームは西部が2～3月に1日あたり数ｍ隆起し、その後西方向を中心に張り出したが、鈍化しつつ南に 

張り出す方向を変え9月には緩やかなものとなったが11月に再び溶岩ドーム西部の隆起が観測された。7月12日 

には第13ドームが出現したものの、7月下旬には隆起がほぼ停止した。 

 ドーム直下での地震は3月には5000回以上発生したが、その後活動が不活発になり、8月5日以降再び増加し 

始め、28日には474回、8月合計で7306回に達したが9月1日に439回発生した以降増減を繰り返しながら再び不 

活発化し、12月には地震の回数が月329回まで減少し、噴火活動は沈静化の方向に向かった。 

  

1～2月は活発な火山活動を繰り返し、その後次第に沈静化していたが、5月30日に99日ぶりに爆発的な噴火 

が観測された。 

 その後は活発に活動し6月27日には120回、29日には81回の群発地震も観測された。桜島南岳の噴火回数と鹿児 

島地方気象台における降灰量は表2-1の通りであった。 

表-2.1 桜島の月別噴火回数と降灰量 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 

噴火(爆発)回数 13(5) 21(11) ―(―) 1(―) 7(2) 31(19) 22(14) 55(17) 9(4) 31(14) 21(8) 64(54) 275(148) 

降灰量（g/m2） 1 12 ― ― 17 31 237 425 132 136 60 16 1,067 
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第3章 土砂災害の実態 

 

3.1 土砂災害の分布 

（1）融雪災害 

 東北北陸地方を中心に災害が発生した。特に地滑りが多く

発生した。 



 10

（2）梅雨災害 

長野県、静岡県に集中的に災害が発生し、がけ崩れについ 

ては北海道および西日本にも若干発生した。 
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(3) 台風災害 

 9月末に近畿地方に上陸した台風26号等により災害が発

生しに。 



 12 

（4）地震災害 

 北海道東方沖地震、三陸はるか沖地震等により、北海道を

中心にがけ崩れが発生した。 
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（5）平成 6 年の全土砂災害 

 近年では土砂災害の発生件数は最も少なく 1063 件であり、 

土砂災害による死者・行方不明者は 0 名であった。雲仙・普 

賢岳の火砕流についても発生件数は半減しており、人的被害 

は発生しなかった。 
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3.2 土砂災害の特徴 

(1)平成6年の土砂災害について 

 平成6年の土砂災害の発生状況は、土石流853件(80％)､地 

すべり68件(6％)、がけ崩れ142件(13％)の合計1,063件で 

あった。このうち土石流には、雲仙・普賢岳における火砕流 

発生件数780件が含まれており、これを除くと283件と過去10 

年で最も少ない年であった。 

 これは平年に比べ降雨量が少なかったことが原因であると 

考えられる。 

 また平成6年は土砂災害による死者・行方不明者は発生し 

ていないが、これは建設省で調査を開始した昭和42年以降で 

は始めてのことである。負傷者についても梅雨前の降雨によ 

り発生した地すべりによる2名と、梅雨およびそれ以降の降 

雨により発生したがけ崩れによる5名の計7名のみであった。 

雲仙・普賢岳における火砕流については依然として数多く 

発生しているものの、平成3～5年と比べ発生件数は半分以 

下となり、新たな家屋被害または人的被害は発生していない。 

 

(2)近年の土砂災害の傾向 

 図-3.1に最近の10年間の土砂災害の発生状況を示した。こ 

れを見ると前半5ヶ年は比較的静穏な時期であったのに対し、 

後半の5ヶ年はそれとは対照的に土砂災害の多い年が続いて 

いる。この変化を発生災害で見ると雲仙・普賢岳の火砕流の 

発生とがけ崩れの大幅な増加が原因となっていることがわか 

る。特に平成3年から発生し始めた雲仙・普賢岳の火砕流は 

平成2～6年に発生した全土砂災害発生件数の2/3を占めて 

おり、増加分のほとんどを占めている。一方がけ崩れについ 

ても、最近5カ年ではその前の5年間に比べ発生件数が2倍 

近くに増加しており、雲仙・普賢岳の火砕流災害を除いた土 

砂災害の2/3以上を占めるに至った。それに対し土石流、地す 

べり災害の発生件数はそれほど増加していない。雲仙・普賢 

岳の火砕流災害以外についての主な災害発生状況を見てみる 

と、平成2年は九州地方全域においてがけ崩れを主とする土 

砂災害が多発した。翌3年では夏から秋にかけて台風の上陸 

が相次ぎ、九州ばかりでなく関東地域においても多くの災害 

が発生した。平成5年は｢平成5年(1993年)8月豪雨｣をは 

じめとする記録的な豪雨、史上タイ記録となった6個の台風 

上陸、さらに1月の釧路沖地震、2月の能登半島沖地震、7 

月には北海道南西沖地震と続けざまに発生した大地震等が原 

因となり近年になく土砂災害の多発した年となった。また、 

 

図-3.1 近年の土砂災害発生状況 
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災害発生件数ばかりではなく、発生した土砂災害の規模も大 

きかったため､犠牲者数も174名を数え､過去10年間で最悪の 

年となった。一転して、平成6年は平年に比べ降雨量が非常 

に少なかったことなどから、雲仙・普賢岳の火砕流災害を除 

くと土砂災害発生件数、被害とも近年では最も少ない年とな 

った。特に、雲仙・普賢岳の火砕流を除くと例年では災害発 

生件数の2/3以上を占めている梅雨および台風による災害が

平年に比べ1桁少なかったことが大きく影響している（表- 

3.3）。 

 地区毎の災害発生件数では、関東、中国、四国、九州での 

発生が例年と比較して特に少ないが（表-3.4）、土砂災害発生 

都道府県数（表-3.1）を見ると42都道府県あり、発生件数は 

少なかったものの、全国どこでも土砂災害が発生しているこ 

とがわかる。 

 

表-3.1  近年の土砂災害発生都道府県数 

表-3.2  土砂災害による人的被害発生状況 

①発生件数（死者・行方不明者数）②①のうち死者を出した土砂災害件数 ③②の発主率 ④死者・行方不明者を出した土砂災害の1件あたりの死者・行方不明者数

※土石流には雲仙・普賢岳の火砕流を含む。

表-3.3 近年の気象原因別土砂災害の発生状況 

図-3.4 近年の地区別土砂災害の発生状況 

             年  

区別 
2 3 4 5 6 平  均 

土   石   流 27( 238) 16(2879) 13(4035) 30(2288) 14( 853) 20(2059) 

地 す べ り 37( 180) 30( 122) 25(  55) 31( 171) 26(  68) 30( 119) 

が け 崩 れ 42( 852) 41( 599) 34( 232) 41(1413) 39( 142) 39( 648) 

全土砂災害 46(1270) 45(3600) 41(4322) 43(3872) 42(1063) 43(2825) 

12 

年 

区別 2 3 4 5 6 5 ケ年平均 単  位 

            ① 

土 石 流    ② 

            ③ 

            ④ 

238(28) 

5 

2.1 

5.6 

  2879( 54) 

6 

  0.2 

  9.0 

 4035( 0) 

0 

  0.0 

  0.0 

2288( 31) 

 11  

0.5 

 2.8 

853( 0) 

0 

0.0 

0.0 

2059(23) 

 4.4 

 0.2 

 5.2 

件（人） 

件 

％ 

人/件 

            ① 

地すべり    ② 

            ③ 

            ④ 

180( 4) 

1 

0.5 

4.0 

  122( 1) 

1 

  0.8 

  1.0 

  55( 0) 

0 

  0.0 

  0.0 

171( 2) 

1 

 0.6 

2 

  68( 0) 

0 

0.0 

0.0 

119( 1) 

0.6 

0.5 

1.7 

 

            ① 

がけ崩れ    ② 

            ③ 

            ④ 

852(19) 

8 

0.9 

2.4 

 599(12) 

9 

 1.5 

 1.3 

 232( 3) 

2 

  0.9 

  1.5 

1413(141) 

 53  

3.8 

2.7 

142( 0) 

0 

0.0 

0.0 

648(35) 

 14.4  

2.2 

2.4 

 

            ① 

   計       ② 

            ③ 

            ④ 

1270(51) 

 14  

1.1 

3.6 

3600(67) 

 16  

0.4 

4.2 

 4322( 3) 

2 

   0.05 

  1.5 

3872(174) 

 65  

1.7 

2.7 

1063( 0) 

  0  

 0.0 

 0.0 

2826(59) 

19.4 

 6.9 

 3.0 

 

             年  

区別 
2 3 4 5 6 5 ケ年平均 

融    雪 ④   29(  2) ⑤ 26   (  1) ⑤    16(  1) ⑤     9( 1) ⑤    16(  2)  19(  1) 

降    雨 ③ 174(  13) ④ 72   (  2) ②   110(  2) ④   572( 15) ②   129( 12) 211(  7) 

梅    雨 ① 555(  44) ③ 252  (  7) ④    88(  2) ②   588( 15) ④    34(  3) 303( 11) 

台    風 ② 510(  40) ② 419  ( 12) ⑤   100(  2) ③   574( 15) ③    46(  4) 330( 12) 

そ の 他 ⑤   2(   1) ① 2,831( 78) ① 4,008( 93) ① 2,129( 55) ①  838( 79) 1,962( 69) 

計    1,270(100)     3,600(100)      4,322(100)      3,872(100)     1,063(100) 2,825(100) 

年 

区別 2 3 4 5 6 5 ケ年平均 危険個所数 

北 海 道 33(  3) 1( －) 8( －) 25( －) 15(  2) 16(  1) 3,428(  2) 

東   北 78(  6) 71(  2) 13( －) 46( －) 37(  3) 49(  2) 15,241(  9) 

北   陸 41(  3) 35(  1) 15( －) 33(  1) 42(  4) 33(  1) 12,277(  7) 

関   東 61(  5) 206(  6) 19( －) 97(  3) 9(  1) 78(  3) 15,074(  9) 

中   部 16(  1) 29(  1) 30( －) 24( －) 16(  2) 23(  1) 11,591(  7) 

東   海 46(  4) 84(  2) 28( －) 83(  2) 36(  3) 55(  2) 12,400(  7) 

近   畿 108(  9) 11( －) 20( －) 107(  3) 26(  2) 54(  2) 20,957( 12) 

中   国 92(  7) 79(  2) 25( －) 292(  8) 20(  2) 102(  4) 29,043( 17) 

四   国 69(  5) 17(  1) 14( －) 60(  2) 10(  1) 34(  1) 17,796( 10) 

九   州 726( 57) 3,067( 85) 4,150( 96) 3,105( 80) 852( 80) 2,380( 83) 34,403( 20) 

計 1,270(100) 3,600(100) 4,322(100) 3,872(100) 1,063(100) 2,824(100) 172,210(100) 

(単位:件(%)) 

(  )内は% 

○は順位 

(単位:件(%)) 

(  )内は%  

(  )は発生件数 
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3.3 土砂災害の状況 

(1) 土石流による災害 

①9月集中豪雨による災害例 

 (北海道茅部郡森町) 

渓流名：地蔵川水系地蔵川 

発生年月日：平成6年9月23日 

被害状況：家屋全壊2戸 

      家屋床上浸水2戸 

降雨状況：北海道濁川防災ダム観測所 

      連続雨量  166mm 

      (9月23日7時～9月24日 4時) 

      最大時間雨量 39mm 

      (9月23日21時～9月23日22時) 

写真-3.1 北海道地蔵川。河口部堆積状況

写真-3.2   北海道地蔵川。家屋被害状況 

 

②台風26号による災害例 

 (奈良県吉野郡川上村) 

渓流名：1級紀ノ川水系中奥津川枌
そぎ

尾
お

川 

発生年月日: 平成6年9月30日 

被害状況：家屋半壊2戸 

降雨状況：菟田野町役場観測所 

      連続雨量    154mm 

      (9月28日16時～9月30日3時) 

      最大時間雨量 26mm 

      (9月29日19時～9月29日20時) 

写真-3.3 奈良県枌尾川。土砂に埋まった家屋 
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(2)地すべりによる災害 

①9月集中豪雨による災害例 

地区名：西歩沢 

発生日時：平成6年9月16日 

降雨状況：連続雨量  108㎜ 

     (9月14日21時～15日22時) 

      最大日雨量  107mm 

     (9月14日22時～15日22時) 

      最大時間雨量 21mm 

     (9月15日16時～15日17時) 

崩壊状況：高さ       30m 

      幅        100m 

      面積       3000m2 

      崩壊土砂量 約10,000m3 

写真-3.4  宮城県柴田郡柴田町葉坂字西歩沢 

 

②降雨による災害例(北海道礼文町)

地区名：元地 

発生年月日: 平成6年10月11日 

移動状況：長さ      550m 

      幅       120m 

      移動量  約60,000m3 

被害状況：人家全壊1戸、 

      町道陥没  100m 

 

写真-3.5  北海道礼文町 
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③融雪による災害例（長野県北安曇郡小谷村大字清水山） 

地区名：清水山 

発生年月日: 平成6年4月14日 

崩壊状況：長さ   600m 

       幅      70m 

       土砂量 約20,000m3 

被害状況:村道170m埋塞、人家18戸、51名が孤立状態に。 

 

写真-3.6 長野県北安曇郡小谷村大字清水山 
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(3) がけ崩れによる災害           崩壊状況：高さ      18m  被害状況：全壊1戸 

�降雨による災害例(宮城県本吉郡唐桑町)        幅     44m 

地区名：出山地区（2ヶ所で発生）            勾配      45度 

発生年月日：平成6年9月16日                       崩壊土量 1250m3 

写真-3.7  宮城県吉郡唐桑町 

写真-3.8 茨城県高萩市宮後地図 

(4)雪崩による災害   本年は、全国的な暖冬のため、積雪量が少なく、人的被害 

            を及ぼした災害が発生しなかったため掲載していない。 

②台風26号による災害例   崩壊状況：高さ    15m 

    （茨城県高萩市）            幅     35m 

    地区名:宮後地区             勾配    35度 

    発生年月日:平成6年9月29日          崩壊土量  400m3 

                  被害状況：一部破損2戸 
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3.4 海外における土砂災害 

インドネシア メラピ火山の火砕流 

火砕流の概要 

 1994年11月22日、溶岩ドーム約100万m3が南斜面に崩落し、 

火砕流が発生した。火砕流本体はボヨン川を流下し、山頂よ 

り約7kmにあるツルゴ地区（右岸）およびカリウラン地区（左 

岸）まで達した。なお、火砕流発生後の豪雨で噴火に伴い堆 

積した火山噴出物の流出（ラハール）は起こっているが、既 

設の砂防ダムや緊急的に設置した砂防ダムにより今のところ 

人的被害は生じていない。 

被害概要 

 火砕流による被害は爆風と熱風によるもので主に右岸川の 

農村ツルゴ地区で起こっている。人的被害はツルゴ地区や河

道内で63名の死者がでている。 

1．人的被害   死者   63名 

        負傷者   9名 

        行方不明  6名 

2．家屋…‥‥‥‥‥‥‥ 40軒   RP 140,000,000 

3. 農作物･‥………… 174.5ha   RP 274,250,000 

4. 家畜……………………206頭   RP   59,600,000 

5. 水道道……………… 8,716m   RP 930,000,000 

6. 森林…………………683.7ha 

7. 被害総額…………………………RP 1,403,850,000 

 

写真-3.9 メラピ火山噴火状況 

 

写真-3.10   熱風の様子  Kaliurang公園よりBoyong川上流を望む。 

左右の小高い丘の末に位置し、右岸に倒木が見られる。 

写真-3.11 熱風の様子(倒木等の様子) 

      Kaliurang地区の公園。熱風により根返りした木。 
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 写真-3.12 熱風の様子（家屋の様子－Turgo地区）全壊した家屋の様子。焼けた後は見られない。 

写真-3.13 

屋根のなくなった家屋。 

テーブルの上には1～2 

cmの火山灰堆積物が見ら 

れる。ポス夕ーは焼けて 

いない。 
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図-3.1 

1994年の火災流、熱風の分布 

 

写真-3.14  泥流発生前の様子。（1994年11月25日撮影） 

写真-3.15  砂防ダムによって止まった泥流と流木 

      (1994年12月24日撮影) 
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3.5 世界の土砂災害 

▲〈火山災害〉                     ・災害概要：豪雨による地すべり    ⑪ナイジェリア 

①インドネシア、メラピ火山          ⑥中国、広東省清遠市             ・発生日時  : 11月1日 

 ・ 発生日時：11月22日              ・発生日時：7月25日            ・災害概要 ： 豪雨による地すべり 

  ・災害概要：噴火、火砕流発生          ・災害概要：地すべり                    （深さ150m、長さ2km）

       死者24名                      死者28名          ⑫フィリピン 

②コロンビア、ネバド・デル・ウィラ山    ⑦インド                    ・発生日時  :12月21日 

 ・発生日時：6月6日               ・発生日時 : 8月17日             ・災害概要  :台風25号による豪雨に

 ・災害概要：地震、火山泥流、         ・災害概要 : 豪雨による洪水・               伴う地すべり 

        死者・行方不明250名              地すべり 

                               死者36名           ●〈その他地震による災害〉 

■〈地すべり災害〉                 ⑧カリブ                    ⑬アメリカ 

③キルギス                     ・発生日時 : 9月10日            ・発生日時 : 1月17日 

 ・発生日時 : 3月                 ・災害概要 : Debby台風で地すべり、      ・災害概要 : Northridge地震により

 ・災害概要：地すべり                     道路損壊                     地すべり多発 

        死者50名以上           ⑨ナイジェリア               ⑭イラン 

④中国、広西チワン自治区             ・発生日時：9月13日             ・発生日時： 6月20日 

 ・発生日時：6月                 ・災害概要：豪雨による地すべり       ・災害概要 : 地震による地すべり 

 ・災害概要：大雨による地すべり        ⑩セントルチア                ⑮バヌアツ 

       死者141名             ・発生日時：9月16日             ・発生日時： 7月13日 

⑤インド                       ・災害概要: Debby台風で地すべり、       ・災害概要：地震による 

 ・発生日時：7月                          ダムが損壊                   小規模地すべり 
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第4章  土砂災害の考察 

                 

 4.1 土石流による災害とその考察 

  本年は小雨のため、特筆するような土石流災害は発生しな    当地すべりは、平成6年8月19日16時頃に発生した。地す 

 かったため、掲載していない。                  べりの発生に影響を与えたと考えられる豪雨の総雨量は391 

                               mm(14日～19日)、最大日雨量は19日に165mmを記録している 

 4.2 地すべりによる災害とその考察        (図-4.1)。 最大時間雨量は19目11時～12時に59mmを記録して 

   平成6年度は、梅雨期等に降雨量が少なかったことから、    いる。 

  地すべりによる災害は少なく、全国で68件の発生が報告され   地すべりにより移動した土砂は、高尾川に流入し、河道を 

  ている。ここでは、8月の豪雨により長崎県で発生した柚木    埋そくさせた。下流100mの地域には人家が密集しており、埋

  元地すべりについて紹介する。                 そく土砂の流出により二次災害の危険性が高いことから、応

   柚木元地すべりは、佐世保市内の東方、二級河川相浦川右  急対策として河道埋そく土砂の排除が行われた。被害は、水

  支川高尾川の左岸に位置している。地質的には、新第三紀層  田、林地にもおよんだが、幸いにして人的被害はなかった。

柚木層の分布地域である。柚木層は中～細粒砂岩で、薄い頁   当地すべり地は、石森から南に連なる尾根の最南部(標高 

   岩、凝灰質岩を挟む互層であり、数枚の薄い炭層を挟んでい  約200m)の西側斜面に位置している。地形、地質より考察す 

  る。地すべり地周辺は､標高300m以上の地域に分布している  ると、当地すべり地は過去に発生した大規模な地すべり地末 

  玄武岩が帽岩となり、砂岩中の狭炭層をすべり面とする｢北   端部の西側と考えられる。崖錘堆積物の層構造から見ると少 

  松型地すべり｣の発生地域として知られている地域である。    なくとも2回の地すべりの発生があったと推定される。 

図-4.1  日降雨量（佐世保市） 地すべり発生 

日 
雨 
量 
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 今回発生した地すべりは2つのブロックによるものと考え 

られる。1つは、幅140m、長さ100mと大規模なものであ 

る。ﾌﾞロックの頭部は､幅140m､長さ10～15mにわたって陥 

没し、落差15mの滑落崖が高尾川と平行に形成されている。 

地すべりブロックの中央部の変状は少なく、3～5m程度の 

下部方向への変位が認められており、末端部では、土砂の下 

流への押し出しが認められている。さらに、この地すべりブ 

ロックの下部にもう一つの小さなブロックが存在している。 

岸錘堆積物からなるこの小さなブロックの移動に伴い、ブロ 

ック積み護岸が転倒、地すべり土塊が河川に流入し、延長25 

mの区間が土砂により埋そくした(図-4.2)。 

 現地踏査及びボーリング調査の結果によると、地すべり地 

は砂岩及び崖錘堆積物により構成されており、砂岩の上部を 

過去の地すべりによると見られる厚い崖錘堆積物が覆って 

いる(図-4.3)。砂岩中には3～5゜の傾斜を有する狭炭層が存 

在しており、災害発生後の現地調査では、末端部において狭 

炭層からの湧水、狭炭層上部の押し出しが確認されている。 

さらに、パイプ歪計による観測の結果、狭炭層における移動 

が認められており、狭炭層がすべり面を形成しているものと 

判断された。 

図-4.2  柚木元地すべり平面図 
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図-4.3  地質断面図 

元地形 

現地形 

すべり面 

写真-4.1 

長崎県(柚木元地区) 

地すべり発生斜面(直後) 

写真-4.2 

長崎県(柚木元地区)被災後、 

河川埋塞と下流保全人家 
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 平成6年のがけ崩れ災害発生状況で特徴的なことは、平成 

6年10月4日に発生した北海道東方沖地震(M=8.1)、平成 

6年12月28日に発生した三陸はるか沖地震(M=7.5)による 

崩壊の発生である。ここでは、これらの地震による崩壊事例 

について述べる。 

 

(1) 北海道東方沖地震による斜面災害 

1994年10月4日の北海道東方沖地震を震源とする地震 

(M=8.1)が発生した。この地震は、1993年1月15日に発生 

した釧路沖地震により被害を受けた北海道東部地域を、震源 

は違うものの再び襲うことになった。 

 前回の地震によって、釧路市を中心として斜面崩壊、亀裂 

などが発生したが、今回の地震では図-4.4に示すように釧路 

市、根室市、羅臼、中標津など北海道東部の広範囲の地域に 

わたり、斜面の崩壊、亀裂などが認められた。写真-4.3は、 

羅臼海岸町で発生した崩壊である。 

 また、今回の地震でも震度6を記録した釧路市では、前回 

の地震で多くの被害を受けた釧路市緑が丘地区で、図-4.5、 

写真-4.4に示すように高さ約13mの段丘で幅約14mにわた

り斜面崩壊が発生したが、幸いにも大きな被害は生じなかっ 

た。 

なお、自然斜面の崩壊ではないが、今回の地震により標津郡 

中標津町では、宅地造成後の高さ約3mの盛土が幅約50mの 

範囲で崩壊し､図－4.6および写真-4.5､4.6に示すように全壊 

1戸、家屋基礎部分が露出・家屋の沈下など被害が4戸に生 

じた。 

図-4.4 北海道東方沖地震による斜面災害 

写真-4.3 北海道東方沖地震 羅臼の崩壊 

4.3 がけ崩れによる災害とその考察 
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写真-4.4  北海道東方沖地震 釧路市緑ヶ丘の崩壊 

 

図-4.5 北海道東方沖地震 釧路市緑ヶ丘地区 図- 4 . 6  北海道東方沖地震 中標津別の崩壊平面図 

 
写真-4.5 4.6 北海道東方沖地震 中標別の人工斜面の崩壊 
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(2) 三陸はるか沖地震によるがけ崩れ災害 

 1994年12月28日に発生した三陸はるか沖地震(Ｍ=7.5)に 

よって、多数の斜面崩壊が発生した。青森県三戸郡五戸町で 

は、河岸段丘と思われる家屋裏手の崖が、高さ約10m・幅約 

15mにわたり崩壊し、その崩土が家屋の近傍にまで達した。 

図-4.7、4.8、写真-4.7、4.8に崩壊の状況を示す。 

図-4.7 三陸はるか沖地震 三戸郡の平面図 

 

図-4.8 三陸はるか沖地震 三戸郡の断面図 

DL=54,000         標 準 横 断 図（Ａ－Ａ’ 測線）    S=1:200 
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写真-4.8 三陸はるか沖地震 

     青森県三戸郡五戸町の崩壊 

 

写真-4.7  三陸はるか沖地震 

     青森県三戸郡五戸町の崩壊 
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4.4 山林火災災害とその考察 

 平成6年は、全国各地で観測史上最低の降水量、最高の気 

温を記録した異常気象の年であった。乾燥状態が長く続くこ 

とが多かったためか山林火災も数多く発生したが、ここでは 

焼損面積、損害額ともに最大規模となった広島県竹原市の山 

林火災災害について紹介する。 

 平成6年8月11日に竹原市福田町から出火した山林火災 

は2次にわたって発生し、第1次出火から9日後の8月20日 

午後に378haの山林を焼失して鎮火した。(写真-4.9)。被害状 

況は表-4.1の通りであるが、人命・人家への被害は無かっ 

た。 

 焼失地はほぼ全域が雑木林の山林であり、完全に裸地化し 

ているか、立木が残っていても炭化している状態であった。 

(写真-4.10)。地表のリターは完全に焼失し、表土焼失厚 

さは最大10cm程度まで確認されている(写真-4.11)。流域内 

の地質は広島花崗岩類であり、調査した砂防ダムにおける現 

況の堆積土砂は砂質で、礫・巨礫はほとんど見られなかった 

が、裸地化した山腹斜面には多数の巨礫の確認できる区域も 

あった。(写真-4.12) 

 平成6年度は火災以後も少雨傾向が続き、平成7年3月時

点までに目立った土砂流出はなかった。しかしながら、本火 

災はー連の山地での大規模な植生変化（焼失）および表層土 

の形質変化を起こしており、次期出水時の大規模な土砂流出 

の危険性は依然として高いと考えられる。そのため、焼失率 

の土砂流出への影響度を把握するため、以下に示す未満差の 

砂防ダム等で堆砂量の観測を行っている。(図-4.9)。 

 ①内浜川上流砂防ダム (0.52km2  20％焼失) 

 ②内浜川下流砂防ダム (0.70km2  100％焼失) 

 ④大乗川上流砂防ダム (1.89km2  0％焼失) 

 ⑤内浜川   治山堰堤 (0.04km2   100％焼失) 

 A3大乗川    治山堰堤 (0.05km2   0％焼失) 

 

図-4.9 焼失域と調査対象流域 

｢国土地理院発行1/25000地図より抜粋｣ 

 

   竹原市 三原市 合 計 

第1次火災 86ha 21ha   107ha 

第2次火災 271ha －    271ha 

 

消失面積 

合  計 357ha 21ha  378ha 

表-4.1 被害状況
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写真-4.9 竹原市福田町被害状況 

写真-4.10 

炭化した立木 

写真-4.11 焼失斜面の表層の断面 写真-4.12 斜面に点在する巨礫 
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第5章  施設の効果 

5.1 砂防施設の効果 

地先名：静岡県熱海市大字熱海 

渓流名：熱海和田川水系熱海和田川 

原  因：局地豪雨(連続雨量124mm、最大時間雨量70mm) 

 熱海和田川は、熱海市街地を通過して相模灘に流入する流 

域面積6.9km2の渓流である。平成6年9月18日の局地豪雨 

は、最大時間雨量70mmを記録し、熱海和田川の上流部で土石 

流が発生したが、昭和50年に竣工した既設砂防ダムの効果に 

より、人命等の被害を免れた。砂防ダムの下流には住宅街が 

広がっており、砂防施設が大変有効に働いたと言えるであろ 

う。 

写真-5.1 

熱海和田川の状況 

 

写真-5.2 

既設砂防ダム堆砂状況 
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5.2 地すべり防止施設の効果 

地区名：久田地すべり 

所  在：石川県風至郡柳田村久田 

災害原因：能登半島沖地震 

発生年月日：平成5年2月7日 

地すべり規模:長さ     約 130m 

         幅       約  70m 

         移動土砂量 約68千m2       

 平成5年2月7日の能登半島冲地震(M6.6)により、柳田村久田地区で大規模な 

地すべりが発生した。地すべり末端部では土砂と倒木により県道が寸断され、また、 

一級河川久田川が土砂により閉塞し、下流の人家等に二次災害をもたらす恐れが非

常に高くなったため、災害関連緊急地すべり対策事業を実施した。また平成6年度 

からは、補助地すべり対策事業も併せて実施され、平成6年度末でおおむね工事が 

終了した。 

 対策工としては、頭部排土工および集水井工等の抑制工に加え、アンカー工を実

施し、地すべり斜面の安定を図り、対策工事の効果が発現されている。 

写真-5.3 

久田地すべり発生時 

写真-5.4 

地すべり対策工事完成後 
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5.3 急傾斜地崩壊防止施設の効果 

地先名：栃木（とちのき）地区、 

    石川県鳳至郡門前町大字栃木 

崩壊発生年月日：平成6年1月17日 

当地区は平成6年 1月 17日朝から降り 

始めた雨（連続雨量30mm、時間最大雨量5 

mm）により、斜面の流木ともども高さ25 

m、幅30mの範囲で崩壊が発生した。しか 

しながら、昭和61年度から着工していた待 

受擁壁工と落石防護柵により、人家への直 

接の被害は防止され、施設の効果が認めら 

れた。 

写真-5.5 崩壊状況 

写真-5.6 崩壊状況 

 

5.4 雪崩防止施設の効果 

 本年は小雪で、雪崩防止施設の効果が

発揮できるような雪崩は発生していない

ので掲載していない。 

写真-5.7 崩壊状況
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第6章    警戒避難体制の実態 

りも川側や山側でも尾根の下手の家屋では経験上から避難を 

していないようである。 

  ここでの避難体制は､公民館等の公共施設にではなく、各々

の親戚の所に避難するのが特徴である。これは村内の親戚関 

係が強いことと、時期が厳冬期でありーつの避難所に十数世 

帯もの人がいたのでは暖房や食糧事情が不十分になってしま 

うことからと思われる。 

 過去における大きな雪崩は、昭和59年に中学校の裹山で発 

生し校舎が損傷を受けている(図-6.2および写真-6.1) 。幸い 

休日であったために人災は免れたが、これ以来雪崩に対する 

意識はさらに高まった。 

 

6.3 気象状況 

 南会津地方では、雪崩の発生日の2日前である平成6年2 

月11日から雪が降り始め、15時40分に大雪および風雪注意報 

が発令された。その後、断続的に降り続き、13日の午前中に 

は積雪が2mを越えそうな勢いであった。気温のほうも11日 

から14日まで最高気温が氷点下5℃を越えることはなかっ 

た。 

6.1 現地の状況 

 檜枝岐村は福島県南会津郡の南西部に位置し (図-6.1) 新 

潟県･群馬県に接しており、伊南川上流部の両岸約2.5kmの間 

に700人あまりが生活をしている。伊南川に沿って生命線で

ある国道352号線が通り、新潟県小出市まで通じている。冬季

には、集落を過ぎたところで通行止めとしているが、村内お 

よび隣接する伊南村までの除雪体制はステーションが確保さ 

れ整備されている。 

 南会津郡は県内の豪雪地帯の一つで、同じ郡内でも伊南川 

下流から只見川沿いの只見町では、比較的気温は高く湿った 

雪で例年の積雪が3mから4mに達するのに対し、伊南川上 

流部の檜枝岐村では、積雪は2m程度であるが寒さが厳しく 

さらっとした乾いた雪であるのが特徴である。 

 

6.2 避難体制の実態 

 この地区では低温の状態で積雪が急激に増加したとき、前 

の積雪面のところですべって発生する表層雪崩であることが 

知られており、村では降雪が続き(概ね50cm/日程度)積雪

が2 mを越ぇた場合に避難勧告を出しているが、それ以前に

自主的な避難体制をとっていることが多い。しかし、国道よ 

図-6.1  檜枝岐集落位置図 
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6.4 避難状況 

 今回の避難に関する経過を示すと 

次のようになる(表-6.1および図-6. 

3、写真-6.2) 

平成6年2月11日 

  8時50分 雪崩注意報発令 

 15時40分 大雪注意報・風雪 

      注意報発令 

平成6年2月13日 

 11時00分 25戸に避難勧告 

      (檜枝岐村) 

      国道352号線通行規制 

      (除雪班待機) 

 15時00分 雪崩発生 

 16時00分 13戸避難完了 

平成6年2月14日 

  6時50分 豪雪対策本部設置 

       (檜枝岐村) 

  7時00分 大雪注意報解除 

 11時30分 国道352号線通行止め 

 16時45分 風雪注意報解除 

平成6年2月15日 

 15時30分 避難勧告解除 

      (檜枝岐村) 

      国道352号線通行止め 

      解除 

      雪崩注意報発令中 

図-6.2 昭和59年2月28日の雪崩発生・被災箇所 

写真-6.1 平成6年2月13日の雪崩発生地点 

写真-6.2 

昭和59年2月28日の 

雪崩発生地点 
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表-6.1 檜枝岐村(上ノ原地区)における雪崩発生経過 

月     日 2/11（金） 2/12（土） 2/13（日） 2/14（月） 2/15（火） 備  考  

天     候 雪 雪 雪 雪 雪 
 

 

最大積雪深（cm） 

降 雪 量 （cm） 

184     

 9 

190     

 32 

226 

 47       

223     

 7 

211     

9 

  最高気温（℃） 

最低気温（℃） 

-5.8    

-7.8 

-6.1     

-8.9 

-8.5     

-9.9 

-5.0     

-9.4 

 0.6     

-5.5 

･福島地方気象台檜 

枝岐観測所デー夕 

  (発生箇所から0.2km) 

大雪注意報 

風雪注意報 

雪崩注意報 

15:40   

  15:40 

8:50 
  

7:30 

16:45   

雪     崩   

15:00 

雪崩発生(斜面中程より樹木の間を通り抜け急斜面を 

滑り、道路・家屋まで到達) 

 

避     難   

11:00   16:00      6:50                  15:30 

避難勧告  避難終了    豪雪対策本部設置(檜枝岐村) 避難勧告解除 
 

 

 

道    路 

(R352号)` 

  

11:00                11:30                15:00 

R352通行規制(檜枝岐村) R352通行止(L=0.6km)(道路管理者) 通行止解除 

 

･25戸に避難勧告                               

(13戸避難) 

断面の雪の状況 
・降雪量、積雪深とも極端に増加傾向にあり、積雪深 

においては200cmを上回りそうな状況であった。 

・雪崩発生後、斜面の雪は安定していたが、さら 

に雪が降り続けば雪崩が起きる状況であった。 

 

 

避 難 勧 告 を 

出 し た 理 由 

・降雪が続き、積雪深が200cmを上回り雪崩の発生が予想されたため、檜枝岐村が避難勧告を行った。 

(過去の実績から、日50cm以上を含む降雪が数日続き、積雪深が200cmを上回ったときに雪崩が発生している。) 

 

 

雪崩発生箇所 

雪崩防止柵 

避難家屋（13戸） 図-6.3 檜枝岐村上ノ原地区平面図(S＝１：2,500) 
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第7章 土砂災害の10年    

 1994年は観測史上最高の小雨･高温であり、土砂災害の発

生件数は過去10年間で最も少なかった。また、10年前の1984 

年も台風が1個も上陸せず、豪雨による土砂災害は少なかっ 

たが、長野県西部地震により長野県御岳において死者・行方 

不明者29人を出す土砂災害が発生した。ここでは、前述した 

長野県西部地震による王滝川地すべりと、新潟県の蓬平地す 

べりを例に挙げて当時の被災地の状況と現在の復興状況を紹

介する。 

写真-7.1  被災前の御岳山 濁沢川、王滝川（昭和54年秋） 

王滝川地すべり（1984年9月14日） 

発生地区：長野県木曽郡王滝村滝越 

災害概要：地震による地すべり 

      地すべり概要：幅    約150m 

             長さ   約350m 

             移動土量 約480,000m3

被害概要：死者1名､家屋全壊3戸 

写真-7.2 被災直後の松越地区（昭和59年9月14日）

 
写真提供 ㈱新中央航空 

写真-7.3 被災直後の松越地区（昭和59年9月14日） 

写真提供 ㈱新中央航空 

写真提供 ㈱新中央航空 
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写真-7.4 

西部地震直後の御岳山 

濁沢川、王滝川 

(昭和59年10月31日) 

写真提供   ㈱新中央航空             

写真-7.5 復旧後の松越地区(昭和62年12月25日)          

写真-7.6 復旧工事完了後の濁沢川、王滝川合流付近(平成6年3月28日)  

写真提供  ㈱新中央航空             

写真提供 ㈱協同測量社             
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蓬平地すべり（1984年5月15日）       

発生地区：新潟県長岡市蓬平 

災害概要 : 融雪による地すべり 

            地すべり概要:幅     約250m 

                          長さ   約130m  

                           移動土量 約500,000m� 

被害概要：家屋全壊6戸、半壊1戸、

      一部破損1戸 

写真-7.7 

蓬平地すべり（災害時） 

 

写真-7.8 

蓬平地すべり（施工後）
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第8章 まとめ 

 平成6年の気象は暖冬にはじまり、春から秋にかけて全国 

的な高温・少雨を記録した。特に夏期にはこれまでの記録を

塗り替える猛暑が各地で記録され、西日本を中心として深刻

な水不足が発生した。土砂災害については昭和42年以降にお

いて第2位であった昨年と比較して大きく減少し、土砂災害 

による死者･行方不明者は昭和42年以降はじめて0名を記録

した。 

 雲仙･普賢岳の火山活動は1～3月においては昨年に引き 

続き活発な活動が見られたが、8月末に過去最多の火砕流発 

生を観測して以来、徐々に沈静化の傾向を示している。一方

北海道･東北地方を中心に、10月に北海道東方沖地震、12月 

には三陸はるか沖地震等、大規模な地震災害が相次いで発生

した。海外においては地すべり災害・火山災害が多発し、特

にDEBBY台風やインドネシアのメラピ火山が猛威を振る 

った。 

 平成6年に発生した土砂災害の特徴をまとめると次のとお 

りである。 

 

① 台風26号による被害の発生 

  平成6年に本州に上陸した台風は、7号、11号、26号の 

 3つであるが、このうち26号の上陸に伴う豪雨により、土 

 石流とがけ崩れが発生し、それぞれ家屋2戸に被害をもた

 らした。 

 

② 記録的な猛暑と小雨により被害数が激減 

  梅雨期の土砂災害発生件数は34件と例年に比べて一桁 

少なく、大きな被害はなかったが､9月に全国的に土石流･ 

がけ崩れ・地すべりが発生した。年間をとおして見ると小

 雨を反映して土砂災害の発生件数は例年に比較して少なか 

 った。また8月には山火事が発生している。 

 

③ 土砂災害による負傷者、死者行方不明者が、 

  過去10年間で最低 

  平成6年の土砂災害の発生件数は1063件であり、このう 

 ち雲仙・普賢岳の火砕流780件を除いた283件という数は、 

 過去10年間で最低の件数であった。内訳は土石流･火砕流 

 が853件、地すべりが68件、がけ崩れが142件であった。 

  特に土砂災害による死者・行方不明者は0名であり、負 

 傷者も地すべりによる2名とがけ崩れによる5名の計7名 

 のみであった。 

  

平成6年は3月に雲仙・普賢岳の水無川で土石流が発生、 

7月・8月の豪雨による山腹崩壊・地すべり、9月には台風 

26号の上陸、10月の北海道東方沖地震、12月の三陸はるか沖 

地震等が起こったが、幸いにも土砂災害による人命にかかわ 

る被害は無く、家屋の被害も小規模であった。 

 平成6年は近年では最も土砂災害発生件数の少ない年であ 

ったが、まれにみる小雨であったにもかかわらず全国的に土 

砂災害が発生している。これは降雨の少ない年であっても土 

砂災害は発生する恐れがあり、決して警戒・対策を怠っては 

ならず、着実に整備を進めることの重要性を示している。ま 

た多発した地震や異常な乾燥等によって荒廃が進んだ地域に 

おける、次期降雨による災害にも十分警戒が必要である。土 

砂災害の防止と被害の軽減を図るため、本册子が少しでも役 

立てば幸いである。 
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資料をとりまとめるにあたって使用した文献・写真は次の通りであり、

ご提供くださった方々に感謝の意を表します。 

 

資料提供・協力 

○建設省 (財)日本気象協会 北海道 福島県 新潟県 長野県 奈良県 

 京都大学防災研究所 インドネシア砂防技術センター 

 ㈱新中央航空 ㈱協同測量社 

 

参考文献 

○気象庁統計室（1994）:1994年の猛暑s。”気象”38-11 

○上 杉 和 哉（1995）:1994年の日本の天候・大雨 。”気象”39-2 

○酒 井 重 典（1995）:1994年日本の天候・まとめ。 ”気象”39-3 

○滝 下 洋 一（1995） :1994年日本の天候・台風。”気象”39-3 
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